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社会福祉法人

富里市社会福祉協議会

 〒286-0221
 富里市七栄653-2
 福祉センター内

ＴＥＬ  0476（92）2451
ＦＡＸ  0476（92）2495

H24.6.15

94号
クリーンセンター

富里市福祉センター
農協

図書館

富里中学校

富里市役所

会 費 収 入
補 助 金 収 入
助 成 金 収 入
受 託 金 収 入
貸付事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
寄 付 金 収 入
積立金取崩収入
そ の 他
繰 越 金

科　　目
5,183,000
46,982,000
161,000
7,080,000
1,000,000
6,575,000
13,727,000

2,000
2,600,000
75,000

5,991,000
89,376,000

社会福祉事業

16,532,000

8,895,000

4,000
3,116,000
28,547,000

公 益 事 業
5,183,000
46,982,000
161,000

23,612,000
1,000,000
15,470,000
13,727,000

2,000
2,600,000
79,000

9,107,000
117,923,000

計

計

収　入

支　出

単位（円）

単位（円）

人 件 費 支 出
事 業 費 支 出
事 務 費 支 出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助 成 金 支 出
そ の 他
予 備 費

科　　目
62,792,000
5,218,000
9,059,000
1,000,000
2,000,000
3,286,000
4,021,000
2,000,000
89,376,000

社会福祉事業
12,242,000
11,536,000
3,569,000

200,000
1,000,000
28,547,000

公 益 事 業
75,034,000
16,754,000
12,628,000
1,000,000
2,000,000
3,286,000
4,221,000
3,000,000

117,923,000

計

計

一般
会費

年一口 500円
市内に居住する方

賛助
会費

年一口 3,000円
個人の方等

団体
会費

年一口 5,000円
団体・法人の方等

　富里市社会福祉協議会（社協）では「誰もが安心して暮ら
せるまちづくり」をすすめていくため地区社会福祉協議会等
の地域福祉活動・在宅福祉活動・ボランティア活動などさま
ざまな活動に取り組んでいます。
　各種事業をすすめるための主な財源は、補助金や委託費等
の「公費財源」と住民のみなさまにお願いする会費や共同募
金の「民間財源」です。中でも会費は社協のもっとも重要な
自主財源であり福祉活動を支えています。社協の活動にご理
解をいただき多くの方のご協力をお願いいたします。
【会員募集推進期間】
　会員は１年を通して募集していますが、特に６月から７月を推進期間として区や自
治会を通してみなさまに加入をお願いしています。

　富里市ファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受けたい人（利用会員）と子育て
の援助ができる人（提供会員）がお互いにたすけあう会員組織です。
　10月からのスタートに向けて説明会を行いますので、お越しください。（保育あり）

日　時　

会　場　
対　象

申込み

６月28日㈭　午前10時～11時、午後２時～３時
７月14日㈯　午前10時～11時
富里市福祉センター
◎利用会員…市内在住または在勤の方で１歳以上
　　　　　　10歳未満のお子さんがいる方
◎提供会員…市内在住の方で心身ともに健康な方
各説明会の前日までにご連絡ください

～会 員 募 集～～会 員 募 集～～会 員 募 集～

《基本方針》
　少子高齢化や核家族化が進み生活様式の多様化、コミュニティ意識の希薄化などにより、
富里市でも多種多様な福祉サービスが求められています。
　このような中、地域福祉の中心的担い手として社会福祉協議会の果たす役割はこれまで以
上に大きくなってくるものと思っております。本会では市と協力して「みんなでつくる　笑
顔あふれるまち・富里」をまちづくりの理念とし、平成２４年度から５年間を計画期間とす
る「地域福祉計画」及び「地域福祉活動計画」の策定を進めてまいりました。
　平成２４年度は実践１年目の年です。安心して暮らせるまちづくりには、なによりそこに
住む住民のみなさんの協力が重要です。本会では「地域福祉活動計画」に基づき市民のみな
さんとともに地域性を活かした福祉サービスの充実に努めてまいります。そのために各地区
社会福祉協議会に寄り添い特色ある活動ができるよう支援をしていきます。あわせて、ホー
ムページの立ち上げに取り組み市民への情報提供を充実させてまいります。
　また、これまでの事業に加え２４年度は新たにファミリーサポート事業も市から委託を受
けて取り組み地域の中で安心して子育てができる街を目指し、若い世代への支援にも力をい
れてまいります。
　財政面では、昨年度に引き続き補助金や委託金は厳しい状況です。自主財源である会費や
共同募金の理解、協力につながるよう広報紙等を活用するなどして本会事業の積極的なＰＲ
に取り組んでまいります。一方限りある資金を有効に活用するため各事業の課題を整理検討
し、さらに新たな事業創出も視野にふまえた地域福祉の充実向上に努めます。

◎法人運営事業
　・理事会、評議員会の開催　・監査の実施（監事会、内部会計監査）
　・支部長会議の開催　・会員募集ならびに会費の推進
　・寄付金品の受入れ　・マイクロバスの貸出　・福祉功労者等表彰式の開催
◎地域福祉活動推進事業
　・心配ごと相談所の開設　・団体事業助成事業
　・地区社会福祉協議会活動の支援　・富里市福祉まつりの開催
　・福祉のまちづくり推進ポスター、標語の募集
◎ボランティアセンター運営事業
　・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報活動
　・ボランティア養成講座の開催（傾聴、保育、手話、コミュニケーション）
　・ボランティア連絡協議会活動の支援
◎共同募金配分金事業（赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動）
　・高齢者交流ゲートボール大会の開催　・グラウンドゴルフ大会の開催
　・給食サービス事業　・ふくし寄席交流会の開催　・敬老会への参画
　・災害見舞金の支給、応急援護費交付事業
　・広報紙「社協のふくしささえ愛」の発行（年３回）
　・ホームページ作成　・福祉団体等助成事業
　・歳末たすけあい配分事業（歳末慰問事業、地域ふれあい事業）
◎在宅福祉事業
　・福祉機器貸出事業（車椅子、介護用ベッド）
◎受託事業
　・ホームヘルプサービス事業　・障害者等生活サポート事業
　・移送サービス事業　・生きがいデイサービス事業
　・障害者相談支援事業（相談支援事業所ゆらり、障害者自立支援協議会）　
　・障害者程度区分認定調査　・介護予防事業（介護予防出前講座の開催）
　・ファミリーサポートセンター事業
　・高齢者および重度障害者居室等増改築、改造資金貸付事業
　・生活福祉資金貸付事業　　・臨時特例つなぎ資金貸付事業

◎貸付事業
　・小口資金貸付事業
◎自立支援事業
　・障害福祉サービス事業（ホームヘルパーの派遣）
◎介護保険事業
　・居宅介護支援事業（ケアプラン作成、介護認定調査）
　・訪問介護事業（ホームヘルパーの派遣）
◎福祉センター管理運営事業
　・老人福祉センターならびに地域福祉センターの管理運営

富里市社会福祉協議会の
会費にご協力ください

富里市ファミリーサポートセンター
会員募集＆説明会

富里市ファミリーサポートセンター
会員募集＆説明会

富里市ファミリーサポートセンター
会員募集＆説明会
地域のみんなで子育て応援

富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター富里市ファミリーサポートセンター

富里市ファミリーサポートセンター（社会福祉協議会内）
☎（９２）２４５２　ＦＡＸ（９２）２４９５
　　

お問合せ・お申込み

平成24年度
社会福祉法人富里市社会福祉協議会
事業計画・予算概要

平成24年度
社会福祉法人富里市社会福祉協議会
事業計画・予算概要

平成24年度
社会福祉法人富里市社会福祉協議会
事業計画・予算概要

平成24年度
社会福祉法人富里市社会福祉協議会
事業計画・予算概要

平成24年度富里市社会福祉協議会収支予算書

事業別予算
計

117,923,000
単位（円）

法人運営事業
24,381,000

地域福祉活動
推進事業
8,735,000

共同募金配分金事業
6,274,000

在宅福祉事業
7,374,000

受託事業 
21,263,000

ボランティア
センター設置事業
2,928,000

貸付事業
1,000,000

自立支援事業
9,351,000

介護保険事業
20,562,000

福祉センター
管理運営事業
13,055,000

予備費  3,000,000



◎福祉基金積立金として寄付（敬称略）
受領年月日
２月２３日
３月２２日
５月１５日
５月１５日

個人・団体名
富里市商工会青年部
匿名
富里ライオンズクラブ
匿名　　

金額（円）
１０，０００
３，９２０

１００，０００
２０，０００

◎地域福祉事業へ寄付（敬称略）
受領年月日
２月２４日
２月２９日
３月　７日
３月１５日
３月２８日
３月２９日
４月１０日

個人・団体名
北総歌謡協会
富里市歌謡協会
㈱ヤオコー成田駅前店
荒野暢子
チョキの会
大野秀昌
日吉台太極拳同好会

金額（円）
５４，４３０
４８，２４７
３０，０６５
５，０００
３，０００
５，３４０
５，０００

◎在宅福祉事業へ寄付（敬称略）
受領年月日
３月２７日

個人・団体名
海寳利夫

金額（円）
１２，０００

◎寄付物品（敬称略）
受領年月日
５月　２日

個人・団体名
田中彰一

物品名
車椅子１台

　農工班・栽培班・陶芸班・手芸班・染色班・木
工班・工芸班・クラフト班で作った製品を販売
します。皆さんのご来場をお待ちしています。

問合せ
〒２８６－０２２１　富里市七栄４８３－２
千葉県立富里特別支援学校（担当：藤原）
☎（９２）２１００

問合せ 富里市社会福祉協議会☎（９２）２４５１

問合せ
〒２６０－８５０８　千葉市中央区千葉港４－３
千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
☎０４３（２０４）１６１０　ＦＡＸ０４３（２４１）５１２１
ホームページ　http://www.chibakenshakyo.com/

問合せ

〒２６０－８５０８　千葉市中央区千葉港４－３
千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
☎０４３（２２２）１２９４
ホームページ　http://www.chibakenshakyo.com/

日 時
時 間
会 場

７月１１日㈬
午前１０時３０分～午後３時１５分（予定）
千葉県立富里特別支援学校体育館

　精神科医による相談です。
ご家族の方だけでも利用できます。

問合せ
富里市社会福祉協議会
☎（９０）００８１

日 時
時 間
会 場
その他

７月１3日㈮・９月１4日㈮
午後２時～４時
富里市福祉センター
予約が必要です。

日 時

時 間

場 所
その他

毎週火曜日
※８月１４日はお休みです。
午前１０時～２時３０分
（正午から午後１時を除く）
福祉センター相談室
予約の必要はありません。

日 時

時 間

場 所
その他

６月２６日㈫・７月２４日㈫
８月２８日㈫・９月２５日㈫
午前１０時～２時３０分
（正午から午後１時を除く）
福祉センター会議室
予約の必要はありません。

日 時
会 場

参加対象

参加方法

内 容

７月１４日㈯　午後１時～４時
幕張メッセ国際会議場コンベンションホール他
（千葉市美浜区中瀬２－１）
社会福祉施設（事業所）等への就職希望者（平成２５
年３月卒業予定の学生を含む）
参加希望の方は直接会場へお越しください。参加
費は無料です。履歴書は必要ありません。
社会福祉施設等との面談会・各種相談コーナーなど

試 験 日
受 験 資 格

申込書配布期間
申込書配布場所

申込み受付期間

１０月２８日㈰　午前１０時～正午
医療・保健・福祉分野の有資格者で
一定期間以上の実務経験のある方
６月１８日㈪～７月２５日㈬
①富里市高齢者福祉課　②富里市社
会福祉協議会　③千葉県社会福祉協
議会　④千葉県保険指導課　⑤千葉
県福祉人材センター（ＪＲ千葉駅
前）⑥各県健康福祉センター
６月１８日㈪～７月２５日㈬当日消
印有効。簡易書留による郵送のみの
受付です。

　介護が必要となられた方、在宅で高齢者
を介護されている家族の方、ひとり暮らし
高齢者の方など、悩みごとや困ったことな
どについて、介護や医療の専門職員が無料
で相談に応じています。
　相談内容の秘密は厳守します。お気軽に
ご相談ください。

◎富里市在宅介護支援センター龍岡
〒２８６－０２２１　富里市七栄６５３－７３
☎（９２）６４７７　ＦＡＸ（９２）６８７３
◎富里市在宅介護支援センター九十九荘
〒２８６－０２１５　富里市立沢新田１９２－１６
☎（９０）０５０５　ＦＡＸ（９１）１８８０
  

　福祉施設等へ就職を希望する方を対象に、求人のある社会福
祉施設・事業所の採用担当者との個別面談や福祉職場に関する
相談等を行い、福祉・介護人材の確保と就労をサポートします。

富里特別支援学校『高等部製品販売会』富里特別支援学校『高等部製品販売会』 こころの相談こころの相談

　人間は誰でも、人に言えない悩みや心配ごとを１つや２つ持っているはず
です。そうしたとき、迷わず訪ねていただきたいところが『心配ごと相談
所』です。相談は無料で秘密は厳守されます。

心配ごとや悩みごとはありませんか？心配ごとや悩みごとはありませんか？

平成２４年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

平成２４年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

在宅介護支援センターの
ご案内

在宅介護支援センターの
ご案内

平成２４年度 第１回
『福祉のしごと就職フェアinちば』

平成２４年度 第１回
『福祉のしごと就職フェアinちば』

問合せ 〒２８６－０２０３　富里市久能７２２　久能カントリー倶楽部（担当：塚本）
☎（９３）９０００　ＦＡＸ（９２）５０６３

日 時
会 場
定 員

参加資格

料 金
参 加 費

８月３日㈮
久能カントリー倶楽部
先着４０組（申込み締切日は７月８日㈰まで。ただし、定員に
なり次第締め切らせていただきます。）
①プロおよびゴルフ場関係者は参加できません。
②暴力団およびその関係者等については入場をお断りします。
１４，７００円（食事・乗用カート付、消費税込）
　３，０００円（パーティ代・賞品代含む）

　平成２４年５月１５日㈫に、富里ライオン
ズクラブ（村木義彦会長）様より１００，０
００円のご寄付を頂きました。
　富里市社会福祉協議会では、今後幅広
い福祉活動を展開していくために福祉基
金として積立てし、この基金を運用して民
間福祉活動を推進してまいります。

７月21日㈯　午後４時～８時
富里福葉苑　富里市中沢９７５－３
◆盆踊り　◆チャリティビンゴ大会　◆模擬店
◆ゲームコーナーなど
富里福葉苑（担当：佐藤）☎（９３）８１３３

日　時
会　場
内　容

問合せ

指定障害者支援施設 富里福葉苑

８月１０日㈮　午後４時～８時
協和厚生園・日吉厚生園グラウンド富里市日吉倉１０８２－３
◆盆踊り　◆みこし巡行　◆夜店（食品やゲーム）
◆ステージ発表　◆花火大会など（予定）
どなたでも参加ＯＫ！お気軽に遊びに来てください。また、お手
伝いをしていただける方を募集しています。
日吉厚生園　☎（９２）５１００

日　時
会　場
内　容

問合せ

知的障害者施設 協和厚生園・日吉厚生園

７月２９日㈰　午後４時～７時３０分
九十九荘　富里市立沢新田１９２－１６
◆盆踊り　◆模擬店　◆ゲームなど
ボランティアを募集します。希望の方はボランティアセンターへお申込
みください。
①介助ボランティア２５名（食事や車いすなどのお年寄りの介助）
②模擬店ボランティア２０名（出店のお手伝い。食品を扱うため検便が
　必要です。）
③ゲームボランティア６名（子どもを中心とした簡単なゲーム）
ボランティア集合時間：午後２時４０分
ボランティア集合場所：富里市福祉センター（送迎バスあり）
※エプロンと上履きを持参してください。
九十九荘（担当：龍崎、菅澤）☎（９１）１２３１
富里市ボランティアセンター　☎（９２）８２２１

日　時
会　場
内　容
その他

　　

問合せ

特別養護老人ホーム 九十九荘

（左）富里市社会福祉協議会　中野善敦会長　
（右）富里ライオンズクラブ　　村木義彦会長

１８ホールストロークプレー・新ペリア方式
ゴルフ場に直接お電話のうえ、所定の申込書を郵送またはＦＡＸし
てください。申込みはお一人様でも何組でも結構です。
※申込書は久能カントリー倶楽部・久能アイアンコース・富里市社
会福祉協議会にあります。
①プレイフィの一部を富里市社会福祉協議会に寄付いたします。
②全組５人乗カート付きプレイとなります。（雨天時も可）

競技方法
申込方法

そ の 他

心配ごと相談 人権・行政・心配ごと合同相談

社協のふくし　ささえ愛（2）

《２０１２年サマーチャリティゴルフin久能》参加者募集《２０１２年サマーチャリティゴルフin久能》参加者募集

夏祭りのご案内夏祭りのご案内夏祭りのご案内

ゴルフウィーク
特別企画



（3）社協のふくし　ささえ愛

子育てに悩みや不安はつきものです。
でも、あなたの子育てを応援してくれる人が

いるとしたら…？
ひとりで考え込まず、もっと地域
の人たちを頼ってください。
あなたの子育てをみんなで応援し
たい。時には『ちょっとだけ』手
をぬいてみてください。

すきなときに来て自由にくつろいでもらえる
時間を提供したり、みんなで楽しいイベント
を開催したりする子育ての広場です。

今号では、地区社会福祉協議会と
ボランティアグループの活動を
ご紹介します。
今すぐカレンダーにCheckしよう。

※年間をとおして計画してある日程は、会場等の都合で変更になる場合がありますので、お問合せのうえご参加ください。

ねこな『ちょこっと』サロン
～根木名地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先 高谷正敏　☎（９３）９２３７

６月21日㈭　７月19日㈭　８月16日㈭　９月20日㈭　10月18日㈭
11月15日㈭　12月20日㈭　１月17日㈭　２月21日㈭　３月21日㈭
午前９時３０分～正午
根木名公民館
おもちゃあそび、お母さんとの情報交換など
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

子育てキラキラ
～富里南地区社会福祉協議会＆洗心地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先 加藤雅子　☎（９３）８７２０

６月21日㈭　７月19日㈭　８月30日㈭　９月20日㈭　10月12日㈮
11月29日㈭　12月20日㈭　１月31日㈭　２月21日㈭　３月21日㈭
午前１０時～正午　
富里市福祉センター　※１０月は十倉厚生園
季節イベント
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料（８月、12月、
１月は１家族100円）

すくすくひろば ～第一地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容

対　象
利用料

連絡先 橘　幸代　☎（９２）５００４

６月28日㈭　７月26日㈭　８月23日㈭　９月27日㈭　10月25日㈭
11月22日㈭　12月20日㈭　１月24日㈭　２月28日㈭　３月28日㈭
午前１０時～１１時３０分
中沢集会所（向台幼稚園のとなり）
季節イベント、絵本の読み聞かせ、向台幼稚園児との交流、子ど
も服の無料リサイクルなど
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

子育てサロン浩養
～浩養地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先

７月13日㈮　９月14日㈮　10月12日㈮　11月９日㈮　12月14日㈮
１月11日㈮　２月８日㈮　３月８日㈮
午前９時～正午
浩養小学校内会議室　※１０月は十倉厚生園
おもちゃあそび、レクリエーションなど
０歳児～就学前の子どもと保護者
１家族１００円

ちょっとほっとタイム
～七栄地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先 石井義信　☎（９３）１４４７

７月４日㈬　８月１日㈬　９月６日㈭　10月３日㈬　11月７日㈬
12月７日㈮　２月６日㈬　３月６日㈬
午前１０時～１１時３０分
中部ふれあいセンター
季節イベント、リトミックなど
おおむね２～３歳児と保護者
無料

ほっかほかクラブ
～日吉台地区社会福祉協議会～

日　時

時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先 石井幸子　☎（９２）２０７１

連絡先 宇佐美優子　☎（９２）３９０４

６月25日㈪　７月23日㈪　９月24日㈪　10月22日㈪　11月26日㈪
１月28日㈪　２月25日㈪　３月25日㈪
午前１０時～１１時３０分
北部コミュニティセンター
季節イベント、フリータイムなど
おおむね０～３歳児と保護者
１家族１００円
（参加費）

子育て交流会
～富里地区社会福祉協議会～

日　時
時　間
会　場
内　容
対　象
利用料

連絡先 礒部美智子　☎（９３）１２７７

７月６日㈮　12月19日㈬
午前１０時～
富里市福祉センター
季節イベント、先生と親子いっしょのあそび
０歳児～就学前の子どもと保護者
無料

ぴょんぴょんクラブ

ねこな『ちょこっと』サロン 子育てキラキラ

すくすくひろば 子育てサロン浩養

ちょっとほっとタイム ほっかほかクラブ

子育て交流会 ぴょんぴょんクラブ ～ボランティアグループ～
日　時
会　場
内　容

対　象

利用料
その他

毎週火曜日　午前１０時～１１時
北部コミュニティセンター　※駐車場に限りがあるため、臨時駐車場をご利用ください。
親子でリトミックを楽しみます。音楽に合わせて歩いたり走ったり、手遊びや体操、パネルシア
ター、折紙、工作などで遊びます。また、季節ごとのお茶会やクリスマス会などの企画あり。
２歳以上の子どもと保護者（お友達を探している２歳未満児の親子の参加も受け付けていま
す。ご相談ください。）
入会時１００円（名札・出席カード代）、参加費１００円
月に１～２回、富里市福祉センターを会場に行いますので、お問い合わせください。
今後の日程：６月19日㈫、26日㈫、７月24日㈫、８月28日㈫、９月25日㈫いずれも午前１０時
からです。

ママと子どもがホッとできる時間をわたしたちは応援しています。

親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方があるだからこそ伝えたい

こんなとき、

みんなどうしてる…
？

あ～もぉ

イライラする！
子育ては楽しいけど、

たまには

自分だって充電したい
！！

本橋幸子　☎（９４）１２８４
宮川朱実　☎（９４）１０８５

平成24年度版平成24年度版平成24年度版

『子育てママへのメッセージ』『子育てママへのメッセージ』『子育てママへのメッセージ』



（4）

　知的・身体に障がいをお持ちの方々に日中活動のお手伝
いをしてくださるボランティアさんを募集しています。
　活動内容は余暇活動や入浴後の簡単なケア（お茶だし・
身だしなみ）などのお手伝いです。週１～２回、短時間でも
結構です。なるべく継続していただける方をお願いします。
　その他、随時見学も受付けていますので、
ぜひご連絡ください。
問合せ　デイとくら・輝
　　　　富里市十倉２４４３（十倉厚生園内）
　　　　☎（９４）２１０４

　「自分の特技を活かしてみたい…」「地域で何かして
みたいし自分にできることは…」「ボランティアに関心
があるけど、どこに行けばいいの…」と思っている方、
ボランティア活動情報の場として、また友達づくりの場
としてサロンを開催いたします。
　事前の予約は要りませんのでお気軽にお越しください。

日　時　６月29日㈮　午前10時～11時30分
会　場　富里市福祉センター
問合せ　ボランティアセンター

ボランティア連絡協議会コーナーボランティア連絡協議会コーナー
～総会～
　４月15日㈰総会に６５名の参加がありました。
　総会の２部として国際武道大学の中島一郎先
生をお招きしてコミュニケーションワーク（人間
交流の基本）のお話と指導を受けました。「一分
間ご挨拶競争」「ジャンケ
ンおまわり」の楽しいス
トレッチ体操に参加した
みなさんの笑い声があち
らこちらから聞えてきま
した。

～ボランティア交流旅行～
　５月15日㈫交流旅行に45名の参加がありまし
た。
　あいにくの小雨模様でしたが、小江戸川越での
蔵造りの街並み・菓子屋横町など自由散策、また
国際ドーム「バラとガー
デニングショー」での観
覧旅程は「良い企画で楽
しかった」「バス車内も
広く快適だった」「来年
も期待しています」との
声がありました。

　傾聴とは援助を必要としている人々に対して、
さまざまな想いや言葉に耳を傾けることで共感
と心のケアをめざすボランティア活動です。
　初めての方、興味のある方、すでにボランティ
ア活動をされている方もぜひご参加ください。

日　時　７月６日㈮・13日㈮・20日㈮・27日㈮
　　　　８月３日㈮
時　間　午前１０時～正午
対　象　市内在住または在勤の方
　　　　※全日程参加できる方
会　場　富里市福祉センター
定　員　先着２０名
参加費　無料
申込み　６月29日㈮まで
　　　　ボランティアセンターへ

　被災地での活動を希望される場合は『災害ボ
ランティア活動保険』の手続きが必要です。
　手続き完了後に【ボランティア活動保険加入
カード】を発行しますので、被災地の災害ボラン
ティアセンターの受付にご掲示ください。
　なお、補償期間は加入日から平成25年３月31
日となります。
手続き方法　印鑑と保険料を持参し、ボランティ

アセンターにお越しください。

被災地でボランティア活動を
希望される方へ

２種類のタイプがあります。どちらか選択してください。
保険料は自己負担となります。

天災Bタイプ：720円天災Aタイプ：490円

◎高齢者施設
お年寄りとお話
をして交流を持
とう！

◎障がい者施設
作業や余暇活動
のお手伝いをし
よう！

◎保育園
先生のお手伝い
やこどもたちと
遊ぼう！

　昨年の震災を機に「ボランティア
活動をしたい」と思われた方が多か
ったのではないでしょうか。自分にで
きることは何だろう？…
　まず身近な所から自分たちが住む
地域を知ることで、自分にできるこ
とを見いだせるのでは…
　勇気をだして初めの一歩を踏み出
しましょう。
　夏休みを利用して社会福祉施設
や保育園の体験プログラムに参加し

“自分探し”をしてみ
ませんか？

対象者　　市内在住または在学・在勤の中学生以上の方　　　
　　　　　※富里保育園は学生のみ
定　員　　各施設１日つき５名まで
参加費　　無料
その他　　オリエンテーションと活動報告会を右の日程で行い
　　　　　ますので、ご参加ください。
申込み　　７月27日㈮までにボランティアセンターへお電話
　　　　　で申込みください。

【オリエンテーション】
　日　時　８月１日㈬　午後３時～５時　
　会　場　富里市福祉センター
【活動報告会】
　日　時　８月10日㈮　午後１時～３時　　　　
　会　場　富里市福祉センター
　※活動証明書の必要な方は必ず参加してください。

夏のボランティア体験夏のボランティア体験夏のボランティア体験夏のボランティア体験

使用済み『切手』をリサイクル！使用済み『切手』をリサイクル！

　知的・身体に障がいをお持ちの方々に日中活動のお手伝

デイサービスボランティア募集デイサービスボランティア募集

　「自分の特技を活かしてみたい…」「地域で何かして

ボランティアサロンボランティアサロン

　家庭に届く切手や会社に届く切手…彼らの多くは「普通
」に捨てられています。
　ボランティアグループ『チョキの会』で切手の整理と分
別を行い、換金して福祉事業に寄付し
ています。
　ぜひ使用済み切手がありましたらボ
ランティアセンターまでお届けくださ
い。

切手の周りを１㎝くらい残して▶
切り取ってください。

　傾聴とは援助を必要としている人々に対して、

『傾聴ボランティア講座』
参加者募集！

　傾聴とは援助を必要としている人々に対して、　傾聴とは援助を必要としている人々に対して、

～コミュニケーションの基礎を
　　　とおして傾聴を学びます～
～コミュニケーションの基礎を
　　　とおして傾聴を学びます～

『傾聴ボランティア講座』
参加者募集！

本日より
受付開始

8月7日㈫・8月8日㈬・8月9日㈭8月7日㈫・8月8日㈬・8月9日㈭8月7日㈫・8月8日㈬・8月9日㈭ 1日だけでもOKです!1日だけでもOKです!

活　動　先

九十九荘

時　　　間

午前９時～午後３時

住　　　所

富里市立沢新田１９２－１６

活　動　先

富里保育園

葉山保育園

青空保育園

時　　　間

午前８時45分～午後４時

午前９時15分～午後４時

午前８時～午後４時

住　　　所

富里市七栄２９９－４

富里市御料１００９－３２

富里市日吉倉７７６－１

活　動　先

ＮＰＯ法人恵み野会

地域生活支援「大地」

日吉厚生園

協和厚生園

十倉厚生園

時　　　間

午前９時～午後４時

午前９時～午後３時

午前９時～午後３時

午前９時30分～午後３時30分

住　　　所

富里市七栄１４６－１

富里市日吉倉１０８２－３

富里市日吉倉１０８２－６

富里市十倉２４４３


